
2022.04.17. 復活祭 イエスが唯一の逃げ道 

JD ファラグ牧師 

イエスは、よみがえられました！！ ー拍手喝采ー どうぞご着席ください。今日は唐突に始めてしま

いましたがでもいいですよね。おはようございます。来て下さり大変嬉しいです。オンラインの方も、復

活祭の日曜礼拝へようこそ。日曜日の朝は、現在「ヤコブの手紙」を学んでいるのですが、今日は復活の

お祝いです。なので、「ルカの福音書 24 章」に注目していただきたいと思います。可能であれば、ここに

いらっしゃる方は、御言葉の朗読のためご起立をお願いします。ご無理な方は、着席したままで結構で

す。ルカが聖霊によってこう書いています。1節、 

ルカ 24 

1 週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。 

2 見ると、石が墓からわきに転がされていた。 

3 そこで中に入ると、主イエスのからだは見当たらなかった。 

4 そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人、近くに来た。 

5 彼女たちは恐ろしくなって、地面に顔を伏せた。すると、その人たちはこう言った。「あなたがたは、

どうして生きている方を死人の中に捜すのですか。 

6 ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられたころ、主がお話しになったこ

とを思い出しなさい。 

7 人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょ

う。 

8 彼女たちはイエスのことばを思い出した。 

9 そして墓から戻って、十一人と（弟子たちのこと）ほかの人たち全員に、これらのことをすべて報告し

た。 

10 それは、マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちとともにいた、ほかの女

たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが 

11 この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。 

12 しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そして、かがんでのぞき込むと、亜麻布だけが見え

た。それで、この出来事に驚きながら自分のところに帰った。 

天のお父様。今日は私たち信者にとって最も重要な日、復活を祝う日です。復活がなかったら、私たちは

ここにいなかったのですから。復活がなかったなら、これは無益で、哀れであるとさえ言えるでしょう。

ですから、主よ、私たちの多くの人が訪問する機会に与ったイスラエルのあの墓が空なのを感謝します。 

主よ、ありがとうございます。主よ、今日、私たちが共に過ごす時間の中で、私たちを導き、特に私たち

の中で、疲れ果て、重荷を背負っている人たちを慰めてください。主よ、あなたの御言葉を思います。 

「すべて疲れた人、重荷を負っている人はわたしのもとに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあ

げます。 」（マタイ 11：28） 

主よ、感謝します。イエスの御名において。アーメン、アーメン。ご着席ください。ありがとうございま

す。では、この復活の日曜日にお話ししたいのは、「イエスが、この邪悪な世界からの私たちの唯一の逃

げ道である。」です。これは復活の日曜日の説教としては、かなり奇妙なタイトルに聞こえるかもしれま

せんね。でも実は、それが復活の目的なんです。本当に考えてみると、これがイエスの初臨の理由です。 



そのイエスが復活されたことで、逃げ道を提供下さっています。イエスは、死者の中からよみがえられま

した。死を打ち破られました。そして今、これからお話しするように、御父の右に座しておられます。 

（マルコ 16：19参照） 

もうそんな長くはありませんよ。今日の説教の準備のために、過去の保存版を見返しました。2009 年当

時のメモを紹介したいと思います。その私の説教タイトルは、「メッセージは同じ、時代は違う」でした。 

メッセージは同じでも、私たちの住む世界は変わり、今も変わりつつあり、決して元には戻りません。 

私たちは一線を越えたようで、角を曲がり、振り返ることも引き返すこともできません。もう引き返せな

い時点にいます。このように、、、それが 2009 年ですが、今日の復活祭のメッセージは違います。なぜな

ら、私たちが生きている時代の絶望的な激しさと緊急性についてだからです。挑発的でセンセーショナ

ルに聞こえるリスクはありますが、私たちは、人類がかつて経験したことのないような災いの瀬戸際に

立たされています。この世界は絶望的に呪われており、猛スピードで突然の破滅に向かっています。イエ

スこそが、このすべてから抜け出す唯一の道です。なんと元気の出る説教でしょう。ー(笑)ー 

「牧師さん、本当にありがとう。」それを共有するのは、こう言いたいからです。2022 年のこんにち、私

たちが世界で目撃していることは、正に私たちに告げられている「終わり」そのものです。この復活の日

曜日のお祝いが、過去の復活祭よりも間違いなく最も重要なのは、このためです。よろしければ、今日の

残りの時間で、このことの深刻さと緊急性について説明したいと思います。ところで、これにはとても良

い結末が待っていますよ。ー(笑)ー  

まずは、「創世記」の冒頭から、人類の歴史全体を総括する、大変シンプルな説明から始めましょう。「創

世記」は、「人間の創造」「人間の罪」「人間の贖罪」３つをまとめています。そして、創世記はその３つ

を要約しているだけでなく、最初の 3 章にそれを記し、「創世記 3 章 15 節」で頂点に達します。その聖

書箇所をご覧ください。実はこれは、最初の聖書預言です。「原福音」と呼ばれ、私には「最初の福音」

と洒落た言葉に聞こえます。福音が初めて聖書に記されたのです。つまり、たったこの一節の中に、最初

の預言と福音についての言及があり、その両方がイエス・キリストという人物を指し示します。お～とこ

ろで、聖書は全て、創世記 1章 1 節から始まって、イエス・キリストという人物を指し示しています。 

ご存知でしたか？ はじめに、神は、人間をお造りになりました。”わたしたちに似せて。” 

「わたしに似せて、人を創造しよう 」とは、仰っていないことに留意ください。（創世記 1：26 参照） 

いいえ、"Let Us/わたしたちに "です。それが三位一体です。父なる神、子なる神、聖霊なる神。神は、

地球の基礎ができる前から、地球が創造される前からおられたのです。では、創世記 3章 15 節で、神が

蛇に呪いをかけられたとき、この強力で深い預言があります。神の御言葉に耳を傾けてください。 

創世記 3 

15 わたしは敵意を、おまえと女の間に、おまえの（種）子孫と女の（種）子孫の間に置く。彼はおまえ

の頭を打ち、 

（私は、砕くの方が好きです）いくつかの翻訳ではそう表現しています。その方がいいと思いませんか？ 

私は好きです。打つのではなく、おまえの頭を打ち砕く！！（失礼） 

...おまえは、彼のかかとを打つ。 

この一節に、十字架刑と復活の預言があるのが分かりますか？ つまり、この「彼のかかとを打つ」は、 

イエスのかかとであり、十字架刑のことです。しかし、最後には女の種（子孫）のイエスが、おまえ（サ

タン）の頭を砕きます。あ～私はそれが見たいです。いつ実現するのでしょう？ そう、それは復活から



始まっています。言わばそれは、イエス・キリストの初臨を最初から阻止しようとした敵に対する、痛烈

な一撃でした。ですからサタンは、カインに悪霊的に憑依し、アベルを殺させたのです。サタンは、アベ

ルが女の種（子孫）であると考えました。そこで止めてください。女の種？ 女には種はありません。男

にあるのです。女には卵があります。それが、奇跡の救い主誕生です。それはエバから、すなわち女の種

から、彼女の血筋、言わば血統から生まれるのです。このことは「聖書・預言アップデート」で詳しくお

話しました。ちなみにサタンは、、、皆さんや私が聖書を知っている以上に、聖書を熟知しています。それ

は知ってますよね？ サタンは聖書聖句をよく知っていて、聖書預言もよく知っています。ここで神は、

来るべき救い主、女の種が、どうサタンの頭を砕くかについて、この預言をされました。 

「じゃあ我々はそれを知ったから、これから、種を殺す作業に入ろう。」それでサタンは、アベルの子孫

から生まれると考え、アベルから作業を始めますが、アベルではなく、セツから生まれるのです。創世記

の初めから、歴史を通して、サタンの全試みをたどることができ、彼は阻止することをやめませんよ。彼

は成功しませんでした。これからも決して成功しないでしょう。サタンは、キリストの初臨を阻止するこ

とに成功しませんでした。キリストの再臨と、その前の携挙をも、阻止することは出来ないでしょう。 

サタンは、まだ試みるでしょう。カインとアベルの試みが失敗した後、サタンは、ファラオにとりつき、

ヘブル人の男児全員をナイル川に流して死なせようと図ります。 

救われた者：モーセです。キリストの描写、救い主の型です。「エステル記」に早送りします。この学び

を一緒にしていた皆さん、なんという書でしょうか。わお～としか言えません！ 悪魔に取り憑かれた

ハマンは、クセルクセス王に、ユダヤ人全員を滅ぼす、撤回不可の勅令を出させます。神は、このような

時のために、ヘブル名ではないエステルを起こされました。モルデカイは彼女に言います。 

「もし、あなたがこのようなときに沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起

こるだろう。」（エステル 4：14） 

なぜなら、サタンがやろうとしていることは、救い主の初臨を妨害することで、ユダヤ人をすべて滅ぼす

ことができれば、イエスは来られなくなります。しかし、サタンは成功しませんでした。早送りしましょ

う。歴史上、他にも多くの試みがされています。新約聖書に入り、救い主誕生の時です。ヘロデ王。悪魔

に取り付かれ、かなり生々しいですが、真実です。2 歳以下のユダヤ人の男の子をすべて惨殺。より良い

言葉がありませんが、それが適切な言葉でしょう。なぜか？ どうやら救世主が生まれたから、十字架に

かかる前に殺すしかないからです。しかし、サタンはそれにも成功しませんでした。ヨセフとマリアはイ

エスを連れて、エジプトに行き、そこで守られました。そして前世紀に至るまで、、、あえて言うなら、ヒ

トラー。H で始まる名前ってどうなんでしょう？ ハマン、ヘロデ、ヒトラー。ちょっと言ってみただけ

です。悪魔がのり移り、ユダヤ人を全滅させ抹殺しようとする。なぜか？ なぜなら、もしサタンが成功

したら --成功はしませんが-- イエスが来られないからです。皆さん理解してください。携挙後の 7 年

間の患難時代後、イエスが再臨される時、ーー携挙は 7 年の患難前に起こりますーー ユダヤ人は、自

分たちが刺し通したイエスに呼び求めねばなりません。繰り返しますが、サタンは「黙示録」を知ってい

ます。もしあなたについて、聖霊の導きで書かれた本があったら、あなたは、その本を熟読するはずです。 

ところで、サタンがクリスチャンに「黙示録」を読ませないようにしている主な理由はこの点にあると思

います。サタンは読んでほしくありません。「あぁ、これは複雑な書物だ。」「終末論だ！」実は、黙示と

いう言葉にはそういう意味があるんです。ギリシャ語でアポカリプシス/終末論。意味深ですが、黙示と

は、露にする＝明らかにする事。アポカリプシスとはそういう意味です。明らかにすること、これから起



こる未来の啓示です。そんな自分の最期を描いた書なんて、誰かに読まれたくはないですよね。読んで欲

しくないし、終わりの時に起こるべきことについて知られたくないはずです。では、「創世記 3 章 15節」

は、最初の聖書預言で、最初の福音の言及であるだけでなく、実は、主の再臨に関する預言でもあります。 

なぜなら、このサタンの頭を砕くというのは、つまり、サタンの頭はまだ砕かれていません。まだ生きて

います。しかし、サタンの頭が砕かれるのは、最終的に王国時代、地上での千年王国後に成就されます。 

どうなるのか、簡単に説明します。神の預言時計の次の出来事は、「携挙」です。もういつでも起こりえ

ます。もういつでもです。携挙後、反キリストが出現します。「ダニエル書 9 章 27 節」の成就、7年間の

患難時代の始まりは、7 年間の契約が施行され確定します。その 7年間の中間時点で、反キリストは、再

建された神殿に自ら立ち、自分が神であると宣言し、荒廃をもたらす忌まわしい行為を行います。この

時、ユダヤ人は悟ります。「これは自分たちの救世主ではなく、偽りの救世主、キリストではなく、反キ

リストだ。」と。その時、彼らは初めて、真のキリスト、真の救世主に辿り着くのです。そして、イエス

がマタイ24章で詳しく仰っているように、エルサレムを逃れ、彼らのために用意された場所に行きます。 

7 年間の患難時代の後半の 3 年半、彼らは、現代のヨルダンのペトラに逃れると多くの人が考えていま

す。そして、7 年の患難時代の終わりに、イエスが再臨されます。言われているのは、正にその通り、的

確だと思います。携挙では、イエスが私たちのために来てくださり、再臨のときは、イエスは、花嫁であ

る私たちを傍らに従えて来られます。私たちは、7年の患難時代後に、イエスと一緒に戻ってくるのです。 

そして、イスラエルの全家が救われます。そして、再臨後千年王国の統治に入ります。サタンの頭は、ま

だ最終的に砕かれていません。彼はどこにいるのか？ ええ、実に興味深いです。ある御使い、名もなき

御使いが....と記されています。思うに、天の実習生の御使いが、サタンを捕らえ、底なしの穴に投げ込

み、千年間、鎖で縛ります。（黙示録 20：1-2） 

このように言う理由は、私たちがサタンを過大評価すると、大きな誤りを犯すからです。サタンは全能で

はなく、遍在できず、全知でもありません彼は創造された被造物です。私たちは彼に道を譲ってしまいま

す。サタンはそうされるのが大好きです。なぜなら私たちは、どちらか一方の極端に行くからです私たち

は、サタンの強力さを否定するか、あるいは誇大評価すかのどちらかです。サタンはその両方を得意とし

ます。どっちでもいいんです。しかし、サタンを誇大評価すると、神の対極にしてしまいます。名もない

御使いだという詳細が聖書に記されているのは、私たちのへの神のご設計だと思います。神が周りを見

渡され、 「実習生の君、訓練中だね。配属します。サタンを捕らえなさい。」「ガブリエルとミカエルの

サポートは要らないのですか？」必要ありません。ー(笑)ー ちょっと大げさですが、要点は分かります

よね？ いとも簡単に、この名もない御使いが、サタンを千年間、底知れぬ所に投げ入れます。そして、

私たちはキリストと共に地球を千年間統治し、地球は、罪がこの世に入る前のようになります。そして、

千年王国後にサタンは解き放たれます。信じられるかどうかは別として、実際、千年王国の終わりにサタ

ンを選ぶ人がいるのです。なんですってー！？ 聞いてください。7年の患難時代をどうにかして生き延

びる人たちがいます。ちょうど学び終わった「ヘブル人への手紙」にあるのが、 

「人間には、一度死ぬことと死後にさばきを受けることが定まっている」（へブル 9：27） 

ですから、もし彼らが患難時代を生き延びたら多くが獣のシステム外で生きることになり、その後、再臨

が起こり、彼らは千年王国に入ります。アダムとエバのような肉体で。彼らは、何百年も生き続け、子ど

もの子どもの子どもの子どもを持ち増えすぎですか？ 千年王国が終わり、最後の審判、最後の戦いで

す。さほど戦いにはなりません。イエスが「プシュ～」と仰り、それで終わり。その時、サタンの頭は砕



かれ、永遠に火の池に投げ込まれます。（黙示録 19：20 参照） 

これが預言であり、福音なのです。良い知らせなのです。悲しいのは、福音はシンプルなのに、多くの人

がまだ完全に理解していない事です。説明させてください。良い知らせ/福音とは、イエスが死なれ、葬

られ、3日目によみがえられたこと。”そして、”ここで止めてはいけません。”ある日、イエスは戻って来

られます。”それが福音です。それが良い知らせです。もし皆さん私同様なら、そうだと思いますが、私

はこのような良い知らせを必要としています。第一第二テサロニケを節ごとに学んだのはそれほど前で

はありません。その学びの中で明らかになったことの１つは、特に「テサロニケ人への手紙第一」は、使

徒パウロが初めて聖霊に導かれて書いた最初の書簡だということです。彼はこの手紙をテサロニケの教

会に送りました。この教会は、パウロが始めた教会で、3週間ほどしか滞在しなかったという説もありま

す。その後、彼は基本的に町から追い出され、その時以来、また戻りたいとずっと切望していました。 

彼はこの教会を愛していました。これが、彼が第一書簡を書こうと思った理由だったのです。そこは、新

しい信者のいる若い教会でした。使徒パウロは、なんと大胆にも、彼らに聖書預言を教えました。（ほ～） 

「彼らは新しい信者なのですよ！！！ あなたは携挙なんて話せませんって。」ーでは私を見ていなさい。 

使徒パウロが、最初に福音を説いたのはコリント教会ではありません。皆さん、第 1 コリント人への手

紙 15 章の最初の 4節を思い浮かべていますよね。それは構いません。でも間違っています。私もそうで

した。ここ「第一コリント人への手紙 15 章」に福音があります。それが全てではないのです。ちなみに、

パウロが福音を説いたのは彼が最初に福音を説いたのは、テサロニケの人たちに対してです。叫んでし

まって申し訳ないのですがこれはとてもエキサイティングなのです。というのは、パウロが初めて福音

を説き、聖書に記され、実はその文脈に、教会携挙が含まれています。それが良い知らせ（福音）です。 

しかも若い信者たちにです。彼はたった３週間しかいなかったというのに、携挙について教えているの

です。わお～ わお～ ただただ、わお～です。それしか言えません。ただただ「わお～」のひと言です。 

「第一テサロニケ人への手紙 4 章 13 節」から始めさせてください。 

I テサロニケ 4 

13 眠っている人たちについては、兄弟たち、あなたがたに知らずにいてほしくありません。あなたがた

が、望みのない他の人々のように悲しまないためです。 

ちなみに手短にこの文脈の裏話を言います。テサロニケのクリスチャンが震え上がっていたから、パウ

ロはこの手紙を書いているのです。どういう意味ですか？ 大切な人がたくさん死んでしまって、パニ

ックになっているんです。「ちょっと待って。パウロはここにいた時、携挙について教えていたよね。し

かし、彼らは既に死んでしまった。これからどうなるの？」そこでパウロは、「分かりました。はっきり

させておきます。あなたがたは震え上がる必要はありません。希望がない人のように悲しむ必要は全く

ないのです。」そしてその理由が 14 節です。初めての福音メッセージです。 

I テサロニケ 4 

14 イエスが死んで復活された、と私たちが信じているなら、神はまた同じように、イエスにあって眠っ

た人たちを、イエスとともに連れて来られるはずです。 

彼らの死についてを語ってます。それはさらに良くになりますよ。15節、 

I テサロニケ 4 

15 私たちは主のことばによって、あなたがたに伝えます。生きている私たちは、... 

（パウロは、自分の生きている間だと考えています） 



...生きている私たちは、主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありませ

ん。 

16 すなわち、号令と御使いのかしらの声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られ

ます。そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、 

それが肉体の復活です。どういう意味ですか？ そう、パウロは、肉体を離れたということは、主のもと

にいることだと言いました。（II コリント 5：8参照） 

では、死んだらどうなるのでしょう？ そう、死んだら塵は塵に、灰は灰になり、肉体は地上に残ります。

あなたが御霊によって新生しているなら霊は肉体を離れ、主のもとへ行きます。そして、そのラッパが鳴

るとき....ところで、聖書には、2 種類のラッパがあり、2つの目的があります。神のラッパは教会のため、

御使いのラッパはイスラエルのため。それを区別してください。そしてラッパには、2種類の違った目的

があります。イスラエルのためのラッパは、戦いの呼びかけです。教会のためのラッパは、神の民を集め 

空中で主に会うための呼びかけです。それが携挙です。そのラッパが鳴るとき、愛する者たちは、肉体の

復活をします。死んだ者が先によみがえります。 

17 それから、生き残っている私たちが、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、... 

ギリシャ語でハルパツォ。ラテン語でラプトゥルス。ラプチャー/携挙＝引き上げられる。掠め奪われる

のです。パウロが「コリント人への手紙 15 章」で間違っているかもしれませんが、51節と 52 節だと思

います。彼はこう言っています。「私たちはみな眠るわけではありませんが、みな変えられます。」（原文：

Metamorphosis/メタモーフォシス）たちまち、瞬きする間もなく、瞬間に。ほんのわずかな、わずかな、

わずかな、わずかなうちのほんの一瞬の内です。それほど瞬間です。生きている私たちは、瞬く間に、朽

ちる体を脱ぎ捨てます。それだけでも、その件で証人をお願いできますか？ ほ～！！ そして私たち

は、瞬く間に栄光の新しい体に変えられます。そして、 

...空中で（彼らと一緒に）主と会うのです。 

このことを第一礼拝でも触れました。たぶん、今話している文脈にもう一度言及するのが適切だと思い

ます。しかし、私がここで神の御言葉から言い、説き、教え、引用していることは、現実的です。今日、

皆さんが座っているその快適な椅子よりも現実的です。それほど現実的です。これは、よく言われるよう

に、絵に描いた餅ではありません。ダジャレではありませんよ。私たちは空中で、、、餅があれば尚良いで

すが。ー(笑)ー でもこれは現実的です。これが起こるのです。これが福音です。これが良い知らせです。 

想像してみてください。議論のためですが、考えてみてください。もし良い知らせが、イエスが私たちの

ために罪の代価を全額支払うのに死なれ、葬られ、よみがえられた。それで終わりだとすれば、皆さん思

いませんか？「それで？」「ええ、わたしは自分の役割を果たしました。あなたの幸せを願います。」 

違います。それで話は終わりじゃありません。主は死を打ち破ってよみがえられ、そして、戻って来られ

ます。主は戻って来られるのです。パウロは続けて言います。「それから、生き残っている私たちが、 

彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。」 

...こうして私たちは、いつまでも主とともにいることになります。 

そして彼は、18節でこう言います。 

I テサロニケ 4 

18 ですから、これらのことばをもって互いに励まし合いなさい。 

これは特に、今私たちがいるこの世では、とても心強い励ましです。良い知らせ・福音で互いに励まし合



いましょう。私たちが復活を祝う理由はここにあります。イエスは死からよみがえり、携挙で戻ってこら

れるまで、御父の右に座しておられます。（マルコ 16：19 参照） 

そして、主が戻って来られる時、飼葉桶で生まれた赤ん坊でもなく、十字架上で死なれた救い主でもあり

ません。花婿が花嫁を連れ去るために来られます。イエスは初臨の時、夜、お生まれになりました。しか

し、主が携挙で来られる時、夜の盗人のように花嫁を連れに来られます。主の初臨は、死ぬために生まれ

られました。しかし今回、主が戻って来られる時、生まれ変わった（新生した）者を連れて行かれ彼らは

決して死ぬことはありません。主の初臨は、処女の胎から生まれ、死なれて、空の墓から去られました。 

ある人が上手く言ったように、イエスは、入口とは書かれていない扉からこの世に入られ、出口とは書か

れていない扉からこの世を出て行かれました。世の救い主は、私たちが生きるため生まれ変わることが

できるよう死ぬために、お生まれになりました。主のご誕生は、私たちの永遠の命のためご自身の死を指

し示します。そして、主がこの世に来られた方法は、主がこの世を去った方法と似ています。主の死は、

主のご誕生という織物生地に織り込まれています。主のお体は、誕生時、布に包まれ、石の飼い葉桶に置

かれました。そして、主のご遺体は、石の墓の中で亜麻布に包まれました。主がこの世に来られた時と、 

この世を去られる時が似ているように、主が私たちをこの世から連れ出される時も似ているはずです。

そして今日、私たち一人一人、全人類に問われているのは、このことだと言わせて頂きます。私たちがこ

の世を去るとき、永遠の命のために、主が自分の人生の扉に、入られるのを許しますか？ これを言うの

に飽き飽きされるでしょうが、しかしこれが真理です。イエスは、私たちの唯一の希望です。ええ「テト

スへの手紙 2章 13節」の祝福された希望ですが、主は、私たちの唯一の希望です。もうこの世には希望

がありません。イエスは、私たちの唯一の希望です。主が、私たちの唯一の出口です。主はその墓を去ら

れ、死から復活し、生きておられます。そして、ある人が大脱出と言った通り、私たちは、教会携挙で脱

出するのです。ちなみに、それを問題視する人たちでさえ、何の問題もありません。「お～患難前携挙の

信者たち、逃げ出したいだけじゃん。」私はこうです。「へ～！？あなたはそうじゃないの？」ー(笑)ー 

繰り返しになりますが、これが正しい英語でないのは分かっています。飽き飽きしないでほしいのです

が、私はよくこう言います。悪い知らせが悪ければ悪いほど、良い知らせはさらに良くなります。そして

物事が本当に悪くなったら、私たちは「昨日」イエスに来てほしいというのは事実じゃないですか？(笑) 

また逆に、物事がうまく行っているときはこう。「あ～私たちは大丈夫！」しかし、逆境に立たされ、困

難が訪れ、苦難が起きれば、私たちはこうですよね。「主よ～～～～。」主はそれを知っておられると思い

ませんか？ 皆さん、パターンが分かりますか？ この数年、よく自分自身に思うのですが、神は本当に

人々の人生で深い働きをされ、私たち、神の民でさえも、ある意味、特に神の民に、この世とこの世のも

の、これまで私たちが信頼を置き、頼りにしてきたものへの執着を緩めるようなさっています。そして、 

消え去っていくのを目にします。「箴言」について考えます。実は今朝、ちょうどそのことを考えていま

した。次のような内容です。「富に目を奪われてはいけない。」つまり、富に信頼を置いてはいけないとい

うことです。（箴言 23：4 参照） 

「富はたちまち自ら翼を生じて、（わしのように）天に飛び去る。」（箴言 23：5 参照） 

まるで自分の給料明細のようです。そう、月の分のお金を使い果たす時の。ポイントは何か？ ポイント

は、儚いものに、信頼を置いてはいけない。 緩く（執着せず）持つのです。この世で快適に過ごしてき

たものが、全て消え去ってしまうのです。そしてある意味、良い意味で、私たちは主のもとに行き、主に

立ち返り、主のもとに戻ることを余儀なくされました。木曜日の夜、「エレミヤ書」の学びでその話をし



ました。さて、ここから私が言いたい事で、少しお付き合いください。もう締めくくりますので。この世

界は呪われています。この世界は絶望的です。そして、裁きが下されます。イエスが来られます。イエス

が来られる時、基本的に 2 つの立場があります。脱出する者と、脱出しない者です。もしも、ではなく”

その時”、私たちが話す通り、突然の破滅が降りかかります。既に実現し始めています。「ルカの福音書 21

章 28 節」でイエスが仰った通り、 

「これらのことが起こり”始めたら”、身を起こし、頭を上げなさい。あなたがたの贖いが近づいているか

らです。」 

さて再度、「第一テサロニケ人への手紙 5 章」に注目していただきたいと思います。最初の 3節を読みま

す。さて、これはパウロが、イエスが携挙で来られるという良い知らせで、彼らを励ました後のことです。 

I テサロニケ 5 

1 兄弟たち。その時と時期については、あなたがたに書き送る必要はありません。 

2 主の日は、盗人が夜やって来るように来ることを、あなたがた自身よく知っているからです。 

そしてさらに具体的に、3 節にこう書かれています。 

3 人々が、（具体的な 2 つの単語です）「平和だ、安全だ」と言っているとき、... 

平和と安全は、原語のギリシャ語で同じ単語、アスファレイアです。平和と安全。人々が、、、この時代の

人々が、「平和と安全」2つの言葉を口にしている時、 

...妊婦に産みの苦しみが臨むように、突然の破滅が”彼らを”襲います。（彼らは）それを逃れることは決

してできません。 

なぜ私は「彼ら（They)」を強調するのでしょうか。なぜなら、パウロが先ほど言った「私たち（We)」

という言葉との対比です。シンプルに「彼ら（They)」ではなく「私たち（We)」になりなさいというこ

とでしょうか。生き残っている”私たち/We”は、脱出するからです。”彼ら/They”は、脱出しない。そう

いうことなんです。単純化しすぎですか？ 逃げるのか、逃げないのか。これが私の精一杯です。どうか

皆さん、、、ー(笑)ー 逃げるのか逃げないのかは、何によって決まるのでしょうか？ ”イエスです。” 

私のために死んで下さったイエス・キリストという人物に、私はどうしたらいいのでしょう？ 私は私

自身のものではありません。私は、主がご自分の血潮で代価を払い購入されたのです。イエスは、私を贖

うために私を買い戻して下さったのです。イエスが代価を払ってくださったのです。それについて、これ

からお話しします。そのため、主はすべてを犠牲にされたのです。主が購入されたその贈り物を私たちに

提供してくださるのです。主が支払われました。そして、永遠の命という贈り物を受け入れ、神の御霊に

よって生まれ変わった者は全員、私たちはここから出て行くのです。というか、他に言いようがありませ

ん。「私はここから出たい！！！」ー(笑)ー あのラッパが鳴る時しか出られる道はないのです。しかし、

私は「彼ら（They）」ではなく「私たち（We）」でなければなりません。そして良い知らせ、さらに良い

のは、呼び求める人すべてが「私たち（We）」になることです。もう一度やってみましょう、それほど簡

単です。あなたは「私たち（We)」になりたい？私は「私たち（We）」になりたい。そう 

「主の御名を呼び求める者はみな救われる 」（ローマ 10：13） 

ですからね。あなたは「私たち（We)」になるのです。「私たちであれ（Be a We）」なんとなく好きです。 

ちょっと響きがいいでしょ？「私たちであれ（Be a We）」T シャツや帽子など、もう目に浮かびます。

ー(笑)ー（オンラインの方）皆さんとても素晴らしいです。私は大好きですよ。私は 558 個の『But God/

しかし神は』のシャツと帽子、「救いの ABC」でもいただきましたよ。その数々、とにかく素晴らしいで



す。だから『私たちであれ（Be a We）』で作られるなら凄いです。私たちであれ（Be a We）ではここで、 

福音から始めた話に戻しましょう。とてもシンプルです。イエス・キリストにある救いの良い知らせと、

救われる方法です。再度、非常にシンプルです。「ABC」のようにシンプルです。でも本当は「ABC」よ

りもっと簡単で、B だけというシンプルさ。私がちゃんとしているかどうか見てみましょう。 

私たちであれ（Be a We）そして、B：Believe/信じる ー(笑)ー OK。ちょっと我慢してください。 

もう終わります。Aは B につながり、Cは B の表現で、中心が、B：Believe/信じる。 

「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を”信じる”者が、...」 

（ヨハネ 3：16a） 

12 週間コースを受講すれば会員になれます。これを第一礼拝で共有しました。第一礼拝におられた方、

対応下さい。また聞くことになります。ー(笑)ー ある女性は、キリストに辿り着き救われ、主のために

心を燃やし、主を愛しています。あの教会に行き、教会員になりたいと思っています。聖職者のところに

行って、言います。「私は、会員になりたいのです。」彼らは言います。「OK。よろしい。12 週間のコー

スがあるので、それを受けてください 。」それで彼女は「わかりました！」と言い、彼女はそれを受けて

修了し、大喜びして、教会に戻ります。「修了しました！」彼らは言います。「OK。では 5 週間の聖書の

学びを完了してください。」それで彼女は「わかりました！」5 週間の聖書の学びをしに行きます。戻っ

てきて言います。「もう会員になれますか？」「いやいや、まだです。あなたはまだ...」彼女は苛立って立

ち去り、公園のベンチに座って、ただ主に向かって泣き叫びます。「主よ、私はただこの教会の会員に 

なりたかっただけなのです。」イエスは仰います。「お～わたしの愛する子よ、わたしは何年も、あの教会

に入ろうと試みているのです。」ー(笑)ー「わたしは会員にもなっていませんよ。」OK。 

主が扉を叩いて、中に入ろうとしておられるラオディキアの教会だと思います。いや実はとてもシンプ

ルなのです。 

...”信じる者”が、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。」（ヨハネ 3：16b） 

Ａ：自分が神に背いた罪びとであるのを、シンプルに Admit/認める または、Acknowledge/認識する。

考えてみれば、罪びとでないなら、なぜ救い主が必要でしょう？ 必要ありません。でも、そこが問題な

のです。ローマ人への手紙 3章 10 節に書かれています。 

「義人（正しい者）はいない。一人もいない。」 

「一人もいない」一人も。あなたは良い人かもしれませんが、誰も十分良いとは言えません。ローマ人へ

の手紙 3章 23節がその理由です。「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、」この件

に関して、ちょっと話させてください。これは重要なことで、私たちは、罪を犯すという意味を十分理解

しているかどうか分かりませんから。実は、アーチェリー用語なのです。射手が矢を放ち、的を外すと、 

射手は言われます。「あなたは罪を犯した。的を外した。」と。あなたは、神の完璧な義の基準の的を外し

ました。そしてここで、パウロが言うのは、私たちは皆、的外れだということです。私たちは皆、罪を犯

し、生まれながらの罪びとなのです。ですからイエスは、天の御国に入るためには生まれ変わらなければ

ならないと仰いました。さて、どうすれば生まれ変われるのでしょうか？ ニコデモが救い主に尋ねま

したね。（ヨハネ 3：4 参照）では、その方法をご紹介します。イエスが、永遠の法廷にやってこられ、 

宇宙の裁判官に向かって、こう仰います。裁判官は、罪が故にあなたに死刑宣告しました。 

「罪の報酬は死です。」(ローマ 6:23a) 

 



そして、この方が入って来られます。普通の人ではありません。神の人、イエス・キリストです。永遠の

法廷の宇宙の裁判官に仰られます。 

「待ちなさい。わたしが支払います。彼らの代わりに、わたしが死にます。すると裁判官は、あなたに向

いて言います。地元の人なので（ハワイ地元の口癖）「ほ～～！！良い知らせだ。あなたの負債は支払わ

れた。あなたはもう自由です。」 

そう、主はあなたの罪の代価・報酬をご自分の死で、支払われたのです。そして、代価を支払われ贈り物

を購入されました。誰かへの贈り物をすると、彼らはそれをどうするでしょう？ 彼らは違う誰かにあ

げる。ー(笑)ー でも自分がお金を払っていません。支払うなら、贈り物じゃありません。購入したもの

です。主がそれを購入されたのです。全額払ってくださいました。そのためすべてを犠牲にされました。 

主は、その代価を完全に支払われました。 

「完了した。」（ヨハネ 19：30） 

そして、代価を支払われたこの贈り物を、私たちに提供してくださるのです。 

「私たちの主キリスト・イエスによる永遠の命です。」（ローマ 6:23b） 

お～、それは良い知らせです。つまり少しの間、かなりヤバかったのです。あなたは私に死刑宣告された

ですから。それって本当に悪い知らせです。しかし、良い知らせは、神からの贈り物は永遠の命だという

ことです。繰り返しになりますが、愚かで単純な描写かもしれませんが、2 つの選択肢があります。いい

ですか？ 死は、私の罪の報酬。それが私が得たものです。 

１）死か 

２）永遠の命か 

待って、言わないでください。♬タンタンタンタンタン♬ 私は命を選びます。考えるまでもありませ

ん。それが良い知らせです。それが福音なのです。それが A で、次が B です。再度、中心が信じること。 

Ｂ：あなたの心で、イエス・キリストが主であると Believe/信じる。 

ローマ人への手紙 10 章 9-10 節 

「あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、（聞いてください）あなたは”救

われる”からです。」 

陪審員はもういません。判決は出ています。ではその判決は何？ 有罪確定です。処罰は？ 死です。 

イエスは、私たちの代わりに死に向かわれ、私たちの代わりに血を流されました。ところで「預言・アッ

プデート」で話しましたが、こんなこと知りませんでした。実は昨夜、このことを吟味するのに時間を費

やしました。蛇に噛まれた時の抗毒素をどうやって作るか知っていますか？ 言いますよ？ 子羊の血

を使うのです。OK。皆さん、べレア人になって、自分で調べてみてください。蛇毒の抗毒素は、そうや

って作るのです。子羊の血には、蛇に噛まれたときの抗体があり、それで抗毒素を作れるのだそうです。 

なんてかっこいいのでしょう！！ ー(笑)ー 子羊の血。とにかく「預言・アップデート」の力強い証で

した。最後に C です。Ｃ：主の御名を Call/呼び求める。単純化し過ぎかもしれませんが、信じていな

い人を呼び求めることはないでしょう？ 私たちは祈るたびに信仰を表現しますよね。なぜなら、信じ

なければ祈らないじゃないですか。何がポイントですか？ そう、信じるからこそ祈るのです。もう一歩

踏み込んで言わせてもらいますと、信仰に比例して、祈りが生じます。なぜなら、私は見えないお方を信

じて祈るからです。それが信仰です。 

「信仰とは、望んでいる事がらを確信し、（キーワード：確信）まだ見ていない事実を確認することであ



る。」（へブル 11：1）欽定訳 

ですから、私は主を呼び求め、主を信じるから、主に告白します。これはローマ人への手紙 10章 9-10 節

にも書いてあります。 

「もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信

じるなら、あなたは救われるからです。」 

その理由は、 

「人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。」（ローマ 10：10） 

そして最後に、ローマ人への手紙 10章 13節、決定打です。シンプルに、 

『主の御名を呼び求める者はみな ”救われる。”』（ローマ 10：13） 

みな。呼び求める者はみな「私たち（We)」になる。「私たち（We)」になってください。ただ…去る 

Just Be-lieve（Be-leave）ー(笑)ー カポノは上がってきて、再度、私の窮地を助けてください。お立ちく

ださい。祈りと賛美で締めくくりたいと思います。私は最善を尽くしました。あとは、聖霊にお任せしま

す。お～主よ、感謝します。主よ、本当にありがとうございます。ここにいる私たちの多くがイスラエル

に行き、直接見ることができたあの墓が、あの庭の墓に入ると”空”だったことを感謝します。あなたはそ

こにおられない。あなたはよみがえられ、そして再び戻って来られます。主よ、それが励ましを必要とす

る人々や良い知らせを必要とする人々への励ましとなることを祈ります。特に今日ここにいるかオンラ

インで見ている人で、あなたを信じたことがなく、あなたを呼び求め救われていない人が、主よ、私は祈

ります。今日が、今日こそが、なんと素晴らしい日でしょう。あなたの復活を祝う日です。主よ、今日が 

彼らの救いの日となりますように。そして最後に、主よ、私たちは本当にここから出たいです。どうかこ

れ以上遅らせないでください。はい、あのラッパが鳴る前に、救われねばならない人がたくさんいます。

でも、どうか主よ、マラナタ。早く来てください。イエスの御名において。アーメン。 
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